
11月20日更新

「かながわ県民割」購入可能な旅行会社一覧 事業登録順

【横浜地域】　（横浜市）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 株式会社エス・ティー・ワールド 横浜西口店 個人、団体　ダイビングツアーのみ Web・店頭・電話　 045-328-3344 https://www.divenavi.com 09：30～19：00 火曜日・年末年始 横浜市
2 ヴィクトリーツアー株式会社 本社営業所 個人、団体 店頭　電話 045-470-0445 無し 10：00～16：00 土・日・祝日 横浜市
3 有限会社　旅人　たびゅーと 本社 個人。但しバスツアーのみ販売可 電話　WEB　 045-270-6973 無し 10：00～18：00 土日 横浜市
4 オンタナ旅行株式会社 本社営業所 個人、団体 電話　メール 045-985-0773 無し 09：00～18：00 日・祝日 横浜市

5 株式会社ヨコハマトラベル 本店 個人、団体 電話　 045-311-1011
無し

10:00～16:30
※コロナウイルス対応の為、時短営業中
(通常は9:00～17:30) 土・日・祝日

横浜市

6 有限会社江ノ新旅行サービス 本社営業所 個人、団体 電話 045-801-9996 無し 10：00～18：00 土・日・祝日 横浜市
7 株式会社とらべるわん (株)とらべるわん本社営業所 個人、団体 店頭　電話 045-335-1213 http://www.travel1.co.jp/ 10：00～18：00 土・日・祝日 横浜市
8 株式会社トラベルステーション 本社 個人のみ 電話予約の上来社 045-302-3715 無し 09：30～18：00 日・祝日 横浜市
9 ㈱ルートトラベル 本社 個人、団体 店頭　電話　 045-741-0811 http://www.route-travel.co.jp 10：00～17：00 土日・祝日 横浜市

10 株式会社旅コレクション 横浜本店 個人、団体 電話　WEB　メール 045-680-5489 https://tabi-colle.jp/index.html 10：00～18：00 日・祝日 横浜市
11 株式会社 エイチ・アイ・エス　横浜モアーズ本店 横浜モアーズ 個人、団体 店頭　電話　 045-320-6021 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～19：00 なし 横浜市
12 株式会社 エイチ・アイ・エス ららぽーと横浜 個人、団体 店頭　電話　 045-930-1371 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 火～金 横浜市
13 株式会社 エイチ・アイ・エス 横浜ジョイナス 個人、団体 店頭　電話　 045-290-1201 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～20：00 なし 横浜市
14 株式会社 エイチ・アイ・エス コレットマーレ 個人、団体 店頭　電話　 045-682-5701 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～20：00 なし 横浜市
15 株式会社 エイチ・アイ・エス ノースポートモール 個人、団体 店頭　電話　 045-912-0121 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～19：00 月・木・金・土・日 横浜市
16 株式会社 エイチ・アイ・エス 第一エリア営業部 第一営業所 個人、団体 店頭　電話　 045-317-3631 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～17：00 土・日・祝日 横浜市
17 株式会社平成エンタープライズ 神奈川営業所 自社ツアー個人のみ 電話　WEB　メール　 048-487-7074 https://tour.vipliner.biz/ 10：00～14：00、15：00～17：00 土・日・祝日 横浜市

【川崎地域】　（川崎市）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 株式会社 エイチ・アイ・エス ラゾーナ川崎 個人、団体 店頭　電話　 044-520-8191 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 なし 川崎市
2 株式会社 エイチ・アイ・エス ららテラス武蔵小杉 個人、団体 店頭　電話　 044-430-2781 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～19：00 月・水・金 川崎市
3 株式会社 エイチ・アイ・エス 新百合ヶ丘オーパ 個人、団体 店頭　電話　 044-959-6181 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 月～金 川崎市
4 東日観光株式会社 神奈川支店 団体のみ 電話　メール　 044-220-6151 http://www.tonichi.co.jp 10：30～16：30 土・日・祝日・年末年始 川崎市

【横須賀・三浦地域】　（鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 旅日本株式会社 横須賀営業所 個人、団体 Web・電話 090-3230-7555 http://www.tabi-nippon.com/contents04.html 09：00～17：00 土・日・祝日 横須賀市

2 株式会社 エイチ・アイ・エス 横須賀モアーズ 個人、団体 店頭　電話　 046-821-5141 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 火・水・木 横須賀市

【県央地区】　（相模原市、愛川町、清川村、厚木市、座間市、大和市、海老名市、綾瀬市）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 山口自動車株式会社 YM交通本社営業所 個人、団体 店頭・電話　メール 042-770-8112 https://www.yamaguchi-motor.com/transportation 09：00～17：00 なし 相模原市

2 旅キューピット 本社営業所 個人、団体 電話　メール　FAX 042-852-5123 https://travel-qpitto.shopinfo.jp/ 10：00～19：00 土・日・祝日 相模原市

3 株式会社トラベルサーティーナイン 本社営業所 個人、団体 電話　メール　
042-682-6339
090-2902-6639

無し 10：00～18：00 毎週　土・日曜日 相模原市

4 株式会社新中央ツーリスト相模原 新中央ツーリスト相模原 個人、団体 店頭　電話　 042-750-2510 https://shinchuosagamihara.wixsite.com/shinchuo 09：00～17：30 第2,第4土日、祝 相模原市

5 株式会社 エイチ・アイ・エス ミウィ橋本 個人、団体 店頭　電話　 042-700-7871 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 火・木・金 相模原市

6 株式会社ノースフィールド 本社 個人、団体 Web・店頭・電話 046-222-2025 http://north-f.co.jp 10：00～17：00 土・日・祝日 厚木市

7 株式会社アトランティックツアー 厚木営業所 個人のみ 店頭・電話 046-222-7400 http://www.atlantictour.jp 10：00～18：00 土日・祝日 厚木市

8 株式会社毎日観光 本社 団体のみ 店頭・電話 046-228-6655 ＨＰなし 09：00～18：00 日曜日・祭日 厚木市

9 四季彩の旅 本社 団体のみ 電話 046-228-8114 http://www.shikisainotabi.com 09：00～18：00 無休 厚木市

10 株式会社 エイチ・アイ・エス ららぽーと海老名 個人、団体 店頭　電話　 046-292-3011 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～19：00 火・水・木 海老名市

【湘南地域】　（秦野市、伊勢原市、寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 東海教育産業株式会社 伊勢原旅行センター 個人、団体 店頭　電話　メール 0463-93-3980 http://www.tokai-eic.jp 09：00～17：00 日・祝祭日・第2.4土曜 伊勢原市

2 東海教育産業株式会社 湘南旅行センター 個人、団体 店頭　電話　メール 0463-77-3522 http://www.tokai-eic.jp 09：00～17：30 日・祝祭日・第1.3.5土曜 秦野市

3 株式会社 エイチ・アイ・エス テラスモール湘南 個人、団体 店頭　電話　 0466-38-3141 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 11：00～19：00 月・水・金 藤沢市

4 湘南ﾄﾗﾍﾞﾙ株式会社 本店 個人、団体 店頭　電話　メール 0463-68-4030 無し 09：00～18：00 土・日・祝日 平塚市

5 株式会社三昭ツーリスト 本社営業所 団体のみ 店頭　電話 0467-74-9900 http://samukawa-sansho.jp/t_index.html 09：30～18：00 土・日・祝日 高座郡寒川町

【西湘地域】 （山北町、松田町、開成町、大井町、中井町、小田原市、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町）
No 旅行会社名 営業所名 取り扱い販売サービス 販売方法 電話番号 HPアドレス 営業時間 休日 備考

1 箱根登山バス株式会社 運輸部（貸切センター) 団体のみ Web・店頭・電話 0465-30-2111 https://www.hakone-tozanbus.co.jp 09：00～18：00 土・日・祝日 小田原市

2 株式会社 エイチ・アイ・エス 小田原ダイナシティ 個人、団体 店頭　電話　 0465-45-0721 https://www.his-j.com/kokunai/default.aspx 10：00～18：00 火・水・木 小田原市

3 エニコートラベル株式会社 本社営業所 個人、団体 店頭　電話 0465-46-8477 無し 09：30～17：30 日・祝 足柄上郡大井町

4 株式会社 箱根観光旅館協会 本社営業所 個人、団体 店頭　電話　 0460-85-6777 http://www.hakonetours.com 09：30～18：00 年中無休 足柄下郡箱根町

https://www.divenavi.com/

